別記様式
令和元年度

団体等への補助金等交付状況
単位：円

№

補助金の名称
1 自主防災組織育成補助金

補助概要等

交付団体

地域における防災活動の主体となる自主防災組織の育成，
吉野川市自主防災組織連絡協議会
活性化及び強化を図るため，防災活動等を行う自主防災組
織に対し，予算の範囲内において補助金を交付する。
各地区自主防災会（45地区）

補助区分
事業費補助

353,019

事業費補助

4,524,100

3 市交通安全教育推進協議会補助金

4 市交通安全母の会活動補助金

5 地域振興事業補助金

吉野川市交通安全母の会は，家庭から交通事故の被害者
も加害者も出さないために家庭を通して交通安全意識の普
及活動等を実施し，市民の交通安全意識の高揚及び交通事 交通安全母の会吉野川市連合会
故防止に向けた活動を行っており，その事業費の一部を補
助する。
自治会が行う住民の連帯感及び自治意識の向上を高める
ためのコミュニティ事業に対し，地域振興事業補助金を交付 各自治会（356自治会）
することにより，地域の健全な発展を図る。

所管課
防災対策課

地域における交通の状況について，知識を有する者のうち
から推進委員を委嘱するとともに，推進委員により構成される
阿波吉野川地域交通安全活動推進委員協
団体運営補助
2 吉野川地域交通安全活動推進委員協議会補助金 地域交通安全活動推進委員協議会を組織することにより，適
正な交通の方法，交通事故防止等について住民の理解を深 議会
めるための交通安全教育活動の推進を図る。
交通安全教育を住民福祉のための「生涯教育」の一環と捉
え，幼児から高齢者に至る体系的かつ継続的交通安全教育
を実施するとともに，地域の交通安全に関する諸活動を推進 吉野川市交通安全教育推進協議会
し，交通安全意識を高揚させる。

交付額

270,000 総務課

団体運営補助

3,350,000 総務課

団体運営補助

744,000 総務課

事業費補助

22,195,000 総務課

6 自治会集会所整備事業補助金

自治会運営の推進を図るため，地域の特性に応じた事業を
積極的に推進する経費に対し，補助金を交付する。集会所
整備については１／３（新築は上限１５０万，改築は上限５０ ６自治会
万），自治会活動に必要な備品の購入については１／２（上
限２万）を自治会に補助する。

事業費補助

313,000 総務課

7 自治会連合会補助金

地域住民の連帯と市民参加型行政を推進するため，自治
会連合会活動に補助金を交付し，自治振興を支援する。一
自治会当たり６，５００円を自治会連合会へ交付する。

吉野川市自治会連合会

団体運営補助

2,353,000 総務課

8 自衛隊家族会補助金

市民と自衛隊のかけ橋として，互いの理解を深め，市民の
防衛意識の高揚を図るための活動を行っている吉野川市自 吉野川市自衛隊家族会
衛隊家族会に対し，運営補助を行う。

団体運営補助

30,000 総務課

団体運営補助

80,000

9 消費者協会補助金

複雑多様化する消費者問題に的確に市民が自ら対応し， 鴨島町消費者協会
意思決定する合理的な消費行動が行えるよう「自立した消費
者」を育成するための活動を行っている各地域の消費者協会 川島町消費者協会
に対し，運営補助を行う。
山川町消費者協会

団体運営補助

16,000 総務課
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団体運営補助

5,000

別記様式
単位：円
№

補助金の名称

補助概要等

交付団体

10 市人権擁護委員協議会補助金

人権相談や人権の考えを広める活動に取り組んでいる人
権擁護地区委員会に対し，運営補助を行う。

11 市保護司協議会補助金

市内で更生保護活動（罪をつぐない，再出発しようとする人
たちの立ち直りを助け，再び犯罪や非行を犯すことを防ごうと 保護司会 吉野川東部分区
する活動）に取り組んでいる保護司会に対し，運営補助を行
保護司会 吉野川西部分区
う。

12 市更生保護女性会補助金

13 市人権教育推進協議会補助金

14 ごみ集積場整備事業補助金

吉野川市人権擁護地区委員会

市内で更生保護活動（罪をつぐない，再出発しようとする人 鴨島町更生保護女性会
たちの立ち直りを助け，再び犯罪や非行を犯すことを防ごうと
する活動）に取り組んでいる更生保護女性会に対し，運営補 川島更生保護女性会
助を行う。
山川町更生保護女性会
本市の人権教育を推進するため，研究会・講習会・講演
会・懇談会等の実施，調査研究及び資料収集，総合的企
画・関係機関との連絡・調整及び助成・啓発・指導奨励など 吉野川人権教育推進協議会
必要な事業を行っている人権教育推進協議会に対し，補助
金を交付する。
自治会等が行うごみ集積場の整備事業に対し，予算の範
囲内において補助金を交付する。
５自治会

市民課及び各支所（川島・山川・美郷）で市指定ごみ袋を
購入した自治会に対し，購入枚数に応じて交付金を交付す 各自治会（276自治会）
る。
救急医療の確保を図るため，病院群輪番制病院運営事業
16 救急医療対策病院群輪番制病院運営事業補助金 及び小児救急医療支援事業を実施する医療機関に対し，補 徳島県厚生農業協同組合連合会
助金を交付する。
15 ごみ指定袋自治会交付金

17 市医師会訪問看護ステーション運営補助金

在宅で療養されている方とご家族の方が，安心して療養生
活が送れるよう支援し，また，自立に向けて機能回復の援助
一般社団法人 吉野川市医師会
を行うことを目的として補助金を交付する。

補助区分
団体運営補助

交付額

所管課

180,000 人権課

団体運営補助

70,000

団体運営補助

70,000

団体運営補助

20,000

団体運営補助

20,000 人権課

団体運営補助

20,000

人権課

団体運営補助

6,317,568 人権課

事業費補助

400,000 運転管理センター

事業費補助

1,687,160 運転管理センター

事業費補助

団体運営補助

10,247,000 健康推進課

1,500,000 健康推進課

18 市食生活改善推進協議会補助金

地域における食生活改善活動を組織的に推進し，生活習
慣病の予防を地域に広め，健康な地域社会づくりに寄与する 吉野川市食生活改善推進協議会
ことを目的として補助金を交付する。

事業費補助

200,000 健康推進課

19 市遺族会戦没者追悼式補助金

戦没者等の遺族により組織され，戦没者の追悼，次世代へ
の平和教育に寄与する等を目的とし活動する吉野川市遺族 吉野川市遺族連合会
連合会に対し，追悼式補助金を交付する。

事業費補助

3,050,000 社会福祉課

20 市遺族連合会補助金

戦没者等の遺族により組織され，遺族の福祉の増進，次世
代への平和教育に寄与する等を目的とし活動する吉野川市 吉野川市遺族連合会
遺族連合会に対し，運営補助金を交付する。

団体運営補助

50,000 社会福祉課

21 市婦人会連合会補助金

男女共同参画，青少年の健全育成や子育て支援，高齢社
会への対応，地域社会の福祉増進等の実現を図るため自主 吉野川市婦人団体連合会
活動を行う婦人団体に対し，運営補助金を交付する。

団体運営補助

1,122,000 社会福祉課

2/10

別記様式
単位：円
№

補助金の名称

補助概要等

交付団体

補助区分

交付額

所管課

22 市日赤奉仕団補助金

赤十字活動に協力し，人命救済事業の推進と災害に備え
ての炊き出し訓練など組織の強化を図るために自主活動を
行う日赤奉仕団体に対し，補助金を交付する。

吉野川市地区赤十字奉仕団

事業費補助

23 市社会福祉協議会運営費補助金

社会福祉制度の理念のもと，福祉各分野での中長期的な
福祉事業の推進を行う団体に対し，主に法人運営に係る補
助金を交付する。

社会福祉法人 吉野川市社会福祉協議会

団体運営補助

99,800,000 社会福祉課

24 身体障害者連合会補助金

障がい当事者により組織され，地域の共通課題を解決し生
活の向上と親睦を図るために自主活動を行う障がい関係団 吉野川市身体障害者連合会
体に対し，補助金を交付する。

団体運営補助

1,640,000 社会福祉課

25 市手をつなぐ育成会補助金

障がい当事者や家族により組織され，地域の共通課題を解
決し生活の向上と親睦を図るために自主活動を行う障がい関 吉野川市手をつなぐ育成会
係団体に対し，補助金を交付する。

団体運営補助

110,238 社会福祉課

26 市シルバー人材センター運営費補助金

高齢者に就労の機会を提供し，活力ある地域社会づくり促
公益社団法人 吉野川市シルバー人材セン
進のための事業運営資金として補助金を交付する。
団体運営補助
ター

27 瀬詰老人会館管理運営補助金

高齢者の活動拠点として活用され，災害発生時の避難所と
しての機能を有することから，管理運営費として補助金を交 山水会瀬詰第一クラブ
付する。

28 老人クラブ活動補助金

高齢者の社会参加や自立を促進するため，社会奉仕活動
や老人教養講座事業，健康増進事業等の活動資金として補 吉野川市老人クラブ連合会
助金を交付する。
鴨島天寿会連合会 他３団体

事業費補助

200,000 社会福祉課

5,000,000 長寿いきがい課

150,000 長寿いきがい課

事業費補助

2,887,600

事業費補助

2,073,600

長寿いきがい課

29 吉野川市子育て応援団補助金

地域住民の子育て力及び子育て資源を活用し，自立・持続
可能な地域子育ての応援づくりを図るため，予算の範囲内に 吉野川市子育て応援団
おいて補助金を交付する。

事業費補助

199,999 子育て支援課

30 放課後児童健全育成事業費補助金

児童福祉の増進に資するため，放課後児童健全育成事業
を実施するための経費の一部に対し，予算の範囲内におい 各放課後児童クラブ運営団体(１５団体)
て補助金を交付する。

事業費補助

94,747,787 子育て支援課

各放課後児童クラブ運営団体(１５団体)

事業費補助

4,563,930 子育て支援課

学校法人 鴨島学園 認定こども園

事業費補助

8,152,000 子育て支援課

鴨島町生活改善グループ連絡協議会

事業費補助

40,000

川島町生活改善グループ連絡協議会

事業費補助

40,000 農林業振興課

山川町生活改善グループ連絡協議会

事業費補助

40,000

31 放課後児童クラブ利用料軽減事業補助金

32 地域子育て支援拠点事業補助金

33 市生活交流グループ連絡協議会活動事業補助金

子育てに係る切れ目のない支援の充実を図るため，市内の
放課後児童クラブを利用する児童の保護者等が負担する利
用料に対し，予算の範囲内において補助金を交付する。
地域の子育て支援機能の充実を図り，子育ての不安感等
を緩和し，子どもの健やかな育ちを支援することを目的とし
て，予算の範囲内において補助金を交付する。
農村の良さを生かしたライフスタイルの実現，地域の農産
物を活用した新たな加工品や特産品の開発など地域農業の
振興を図るため，生活改善グループが実施する活動に対し
て予算の範囲内において補助金を交付する。
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34 蜜蜂導入事業補助金

梅の生産力維持・向上のため，受粉促進効果の高い蜜蜂
の導入事業に対し，予算の範囲内において補助金を交付す 美郷果樹生産組合
る。

事業費補助

56,000 農林業振興課

35 梅コスカシバ防除事業補助金

梅の育成に害するコスカシバを防除するため，スカシバコ
ン（フェロモントラップ）の導入事業に対し，予算の範囲内に
おいて補助金を交付する。

事業費補助

108,000 農林業振興課

36 美郷農業振興推進協議会活動事業補助金

美郷地区における青梅，柑橘及び野菜生産の振興及び農
家経営の安定向上を図る事業に対し，予算の範囲内におい 美郷農業振興推進協議会
て補助金を交付する。

事業費補助

300,000 農林業振興課

37 市農業後継者同志会活動事業補助金

市内農業後継者の親睦交流を図り農業技術の向上，農業
経営の安定を図る事業に対し，予算の範囲内において補助 吉野川市農業後継者同志会
金を交付する。

事業費補助

300,000 農林業振興課

38 市ＪＡ主婦大学活動事業補助金

豊かな農村生活の実現と農家主婦の地位向上を目的に活
動する事業に対し，予算の範囲内において補助金を交付す 吉野川市ＪＡ主婦大学
る。

事業費補助

140,000 農林業振興課

39 森山オレンジ会活動事業補助金

明るい農村づくり，豊かで生きがいある地域づくりを目指し
て世代間交流や他団体との連携を図り，特産品づくりや生産
者と消費者との交流活動を行う事業に対し，予算の範囲内に 森山オレンジ生活学校
おいて補助金を交付する。

事業費補助

40,000 農林業振興課

40 森藤むらづくり推進協議会活動事業補助金

豊かで生きがいのある地域づくりを目指して，世代交流，組
織活動を図りながら，会員相互の自立，協力精神を軸とした
活力ある村づくりを推進する事業に対し，予算の範囲内にお 森藤村づくり推進協議会
いて補助金を交付する。

事業費補助

300,000 農林業振興課

事業費補助

9,938 農林業振興課

美郷の梅・ゆず・すだちの木オーナー園運
営推進会

事業費補助

50,000 農林業振興課

鴨島たばこ販売協同組合

団体運営補助

川島煙草販売協同組合

団体運営補助

75,000 商工観光課

団体運営補助

75,000

41 果樹共済制度補助金

美郷果樹生産組合

美郷地区の果樹（うめ・ゆず）を対象に，栽培農家の経営
安定及び果樹産業の健全な発展に資するための果樹共済
事業に対し，農家負担の25％を上限に予算の範囲内におい 徳島県農業共済組合
て補助金を交付する。

43 市たばこ小売人組合補助金

美郷の梅，ゆず，すだちの木の管理，収穫等にオーナー
制を導入し，産地育成と消費拡大，活力ある地域づくりを推
進する事業に対し，予算の範囲内において補助金を交付す
る。
組合員の相互扶助，経営協力，未成年者の禁煙防止，喫
煙マナーの向上を目的として活動し，販売の増進を図るた
め，補助金を交付する。

44 まちかどコンサート実行委員会補助金

山川煙草小売人組合
鴨島駅前商店街の活性化の一環として，コンサートにより地
域活性化を図ることを目的として補助金を交付する。
まちかどコンサート実行委員会

美郷の梅・ゆず・すだちの木オーナー園運営推進
42
会補助金
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交付団体

補助区分

交付額

所管課

45 吉野川商工会議所補助金

市内における商工業の総合的な経営改善等，地域産業活
性化を図るとともに，社会一般の福祉増進を図るため，補助 吉野川商工会議所
金を交付する。

団体運営補助

1,000,000 商工観光課

46 吉野川市商工会振興事業補助金

市内における商工業の総合的な経営改善等，地域産業活
性化を図ることにより，商工業の振興，発展を図るため，補助 吉野川市商工会
金を交付する。

団体運営補助

5,670,000 商工観光課

団体運営補助

3,700,000 商工観光課

事業費補助

1,000,000 商工観光課

事業費補助

3,000,000 商工観光課

47 地域活力増強事業補助金

48 商工会議所青年部四国ブロック大会補助金

49 過疎地域観光等振興事業補助金

商工会と商工業者との繋がりを深めるとともに，地域資源を
活用したイベント等を開催することで，商工会管内の活力増
吉野川市商工会
強に努め，本市経済の活性化を図るため，補助金を交付す
る。
四国管内の商工会議所青年部会員の交流，地域経済発展
を目的として開催されるブロック大会の運営に対し，補助を行 吉野川商工会議所青年部
う。
美郷地区の自然，文化，歴史，産業等あらゆる地域資源を
生かす取り組みを行い，交流人口を増加させることにより，地
吉野川市商工会
域の商工業の繁栄と発展を図るため，補助金を交付する。

50 市菊友会補助金

吉野川市の花「菊」を市内外に広めるとともに，伝統の菊人
形・菊花展に協力し，地域の振興や活性化を図るため，補助 鴨島菊友会
金を交付する。

団体運営補助

300,000 商工観光課

51 美郷宝さがし探検隊活動事業補助金

美郷の宝の再発見をしようとする活動を通じて，地域住民の
美郷に対する愛着を醸成し，人と人，自然とのつながりを実 特定非営利活動法人 美郷宝探し探検隊
感できる地域づくりを支援するため，補助金を交付する。

団体運営補助

200,000 商工観光課

52 第１１回高開石積みシバザクラ事業補助金

高開石積みシバザクラ花見ウォーク・シバザクラまつりを実
施し，新しい観光名所としてＰＲを行い交流人口増加を図る
ため，補助金を交付する。

特定非営利活動法人 美郷宝探し探検隊

事業費補助

400,000 商工観光課

特定非営利活動法人 美郷宝探し探検隊

事業費補助

400,000 商工観光課

事業費補助

1,200,000 商工観光課

事業費補助

400,000 商工観光課

事業費補助

470,000 商工観光課

53 第２２回高開石積みライトアップ事業補助金

普段は見られない美しい石積みの魅力や地域の生活・文
化・歴史を広く発信する取り組むため，補助金を交付する。

54 第３３回美郷ほたるまつり事業補助金

国指定天然記念物「美郷のホタル」をＰＲし，観光客の増加
による地域経済の活性化を図るため，補助金を交付する。
美郷ほたるまつり実行委員会

55 第１１回美郷梅酒まつり事業補助金

全国初の「梅酒特区」をＰＲし，生産者と消費者の交流によ
り交流人口の増加や，美郷の梅や梅酒を活用した地域経済
美郷梅酒まつり実行委員会
の活性化を図るため，補助金を交付する。

56 第２９回美郷梅の花まつり事業補助金

「梅の花見ウォーク」や「梅の花写真コンテスト」を実施し，美
郷の自然に親しんでもらい，美郷の特産品である梅及び観光
美郷梅の花まつり実行委員会
ＰＲに取り組むため，補助金を交付する。
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別記様式
単位：円
№

補助金の名称

57 山川つつじ祭り事業補助金

58 五九郎まつり事業補助金

59 菊人形・菊花展事業補助金

60 吉野川ウォーク補助金

61 鴨島駅前ハロウィンイベント補助金

62 とくしままんなかマルシェ２ｎｄ補助金

63 第２回美郷みんなの文化祭事業補助金

64 第２回 川島ふるさと祭り事業補助金

65 アワガミ国際ミニプリント展２０１９

66 吉野川市納涼花火大会・阿波踊り大会

67 もういっかいわざわざ鴨島駅前にいこう！補助金

補助概要等

交付団体

国指定天然記念物である「船窪オンツツジ群落」の開花状
況の確認や情報の掲示，観光客受入を円滑に行うことによる
山川つつじ祭り実行委員会
安全なシーズン運営を図るため，補助金を交付する。
明治・大正・昭和を通じて社会風刺コメディーで一世を風靡
した鴨島出身の曽我廼家五九郎の至芸をたたえて開催され
るイベントを実施し，市内外からの集客により地域の振興や 五九郎まつり実行委員会
経済の活性化を図るため，補助金を交付する。
菊人形の展示，菊花の品評会を行い，市内・県内はもとより
広く県外からも集客をはかり，地域の振興や経済の活性化を
菊人形・菊花展実行委員会
図るため，補助金を交付する。
「吉野川ウォーク」は近年の健康志向が強まる中で，ウォー
キング参加者に吉野川市内の観光資源や歴史・文化をＰＲ
するとともに，団体等と連携による地域活性化を図るため，補 吉野川ウォーク実行委員会
助金を交付する。
ハロウィンイベントにより市内外から子育て世代を呼び込
み，鴨島駅前商店街のＰＲや活性化を図るため，補助金を交 鴨島駅前ハロウィン実行委員会
付する。
若い世代や移住者同士の繋がりを生み交流の場となるマル
シェを開催し，地域の活性化に繋げるとともに，市内の空き家 とくしままんなかマルシェ実行委員会
の相談や移住ＰＲを図るため，補助金を交付する。
若い世代が集まりやすい環境作りや情報発信を中心に取り
組むイベントを実施し，美郷の魅力に関心を持つ若者を呼び
込むことにより後継者の育成や美郷の魅力の継承や発信を みんなの文化祭実行委員会
図るため，補助金を交付する。
市内外からも広く集客を図り，地域住民との交流な場を提
供するとともに，交流人口の増加による地域の活性化及び観
川島ふるさと祭り実行委員会
光振興を図るため，補助金を交付する。
世界規模の公募版画展を開催し，阿波和紙の魅力や日本
文化や歴史を国内外に向け発信するため，補助金を交付す
一般財団法人 阿波和紙伝統産業会館
る。
イベント開催により市内外からも広く集客を図り，地域振興
や経済活性化を図るため，補助金を交付する。

吉野川市納涼花火大会・阿波踊り大会

鴨島駅前のにぎわいを創出することにより，地域の潜在力
の再発見及び中心市街地のまちづくりや活性化に寄与する 一般社団法人 吉野川青年会議所
ため，補助金を交付する。
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補助区分

交付額

所管課

事業費補助

660,000 商工観光課

事業費補助

620,000 商工観光課

事業費補助

8,150,000 商工観光課

事業費補助

250,000 商工観光課

事業費補助

50,000 商工観光課

事業費補助

50,000 商工観光課

事業費補助

50,000 商工観光課

事業費補助

50,000 商工観光課

事業費補助

150,000 商工観光課

事業費補助

800,000 商工観光課

事業費補助

36,094 商工観光課

別記様式
単位：円
№
68

補助金の名称
最後まで残った空海の道ウォーク実行委員会補助
金

補助概要等

交付団体

吉野川市，阿波市，神山町の２市１町の広域連携により「空
海をたどるいやしの道ウォークを実施し，日常生活のいやしと 最後まで残った空海の道ウォーク実行委員
健康増進を図るため，補助金を交付する。
会
株式会社 鴨島温泉（鴨の湯）

事業費補助

446,300

原井林業株式会社（ふいご温泉）

事業費補助

763,000 商工観光課

株式会社 あおぎワークホーム（美郷の湯）

事業費補助

756,400

団体運営補助

100,000 商工観光課

70 市阿波踊り振興協会補助金

市内における阿波踊り団体の連絡機関として，郷土芸能と
阿波踊りの振興と普及宣伝を促進し，あわせて市観光事業の
健全な発展に寄与することを目的として補助金を交付する。 吉野川市阿波踊り振興協会

73 野外活動補助金

74

ことばの教室補助金
（鴨島小学校「言語障害・ＬＤ教室」補助金）

美郷地区特有の自然，歴史，文化，伝統等，四季の美郷を
体験できる着地型体験イベントを多数開催。地域の「人」との
触れ合いを通じて，美郷地区の魅力を体感し，交流人口の 特定非営利活動法人 美郷
増加，地域活性化，観光振興を図るため，補助金を交付す
る。
本市管下の小中学校配属の養護教諭等で構成する学校
保健委員会に対し，学校における健康の問題を研究協議
し，健康づくりを推進するために開催する会議（校医や保護 吉野川市立飯尾敷地小学校（代表校）
者，児童生徒を招いてのメディアルールづくりなど）に係る経
費に対し，補助を行う。
本市管下の小中学校に対し，本市における教育の振興を
図るため，学習指導要領に定められる自然体験活動に係る 吉野川市立小学校１１校
経費の一部に対し，補助を行う。本市では，小学５年生が県
立牟岐少年自然の家で，中学１年生が国立淡路青少年交流
の家で，それぞれ宿泊訓練を実施する。
吉野川市立中学校４校
鴨島小学校に設置されている「ことばの教室」について，教
育の振興を図るため，指導に係る経費の一部に対し，補助を 吉野川市立鴨島小学校
行う。
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所管課

550,000 商工観光課

69 温泉施設経営支援事業補助金

72 市学校保健委員会補助金

交付額

事業費補助

本市から売却を受けた各温泉施設における安定的な温泉
事業の継続や観光施設としての維持運営を目的として補助
金を交付する。

71 「キレイのさと美郷」体験型観光事業補助金

補助区分

事業費補助

3,000,000 商工観光課

事業費補助

60,000 学校教育課

事業費補助

1,338,479
学校教育課

事業費補助

事業費補助

1,107,633

78,000 学校教育課

別記様式
単位：円
№

補助金の名称

75 各種行事大会参加補助金

76 総合学習補助金

77 特別活動振興補助金

78 英語教育振興補助金

79 部活動振興補助金

80 市子ども会連合会活動費補助金

81 市青少年育成市民会議補助金

82 市ＰＴＡ連合会補助金

83 市幼小中人権教育研究大会活動補助金

補助概要等

交付団体

補助区分

本市管下の小中学校に対し，本市児童生徒のスポーツ活
事業費補助
動及び文化の振興を図るため，在籍児童生徒が四国大会， 吉野川市立鴨島小学校
全国大会等の規模の大会に参加するために要する経費の一
部に対し，補助を行う。
鴨島第一中学校、市立川島中学校、山川中
事業費補助
学校
本市管下の小中学校に対し，本市における教育の振興を
図るため，学習指導要領に定められる「総合的な学習の時
間」における活動に係る経費に対し，補助を行う。

学校教育課
207,600
1,430,515

吉野川市立中学校４校

事業費補助

454,000

事業費補助

1,366,458

事業費補助

573,211

事業費補助

410,604 学校教育課

事業費補助

1,529,000 学校教育課

学校教育課

吉野川市立中学校４校

子ども会活動を助け，子どもの社会生活に必要な特性を養
い，子どもの健全育成に寄与することを目的として補助金を
吉野川市子ども会連合会
交付する。
市民会議は，広く市民の総意を結集し，市の施策と呼応し
て次代を担う青少年の健全育成，非行防止等を図ることを目
吉野川市青少年育成市民会議
的として補助金を交付する。

吉野川市ＰＴＡ連合会

子ども会活動を助け，子どもの社会生活に必要な特性を養
い，子どもの健全育成に寄与することを目的として補助金を
吉野川市立小学校、吉野川市立中学校
交付する。
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200,000

事業費補助

本市管下の小中学校の外国語科担当教員，市教委等で構
成する吉野川市小中連携英語教育研究会に対し，本市にお
ける英語教育の新興を図るため実施する活動（イングリッシュ 吉野川市小中連携英語教育研究会
キャンプ開催等）に係る経費に対し，補助を行う。

本市の幼・小・中のPTAが連合し，教育振興並びに園児，
児童，生徒の健全な成長と福祉増進を図ることを目的として
補助金を交付する。

所管課

吉野川市立小学校１１校

本市管下の小中学校に対し，本市における教育の振興を
図るため，学習指導要領で定める特別活動（クラブ活動や県 吉野川市立小学校１１校
内大会等の行事）に係る経費の一部に対し，補助を行う。
吉野川市立中学校４校

本市管下の中学校に対し，本市生徒の部活動促進のた
め，活動に係る経費の一部に対し，補助を行う。

交付額

学校教育課

団体運営補助

280,000 生涯学習課

団体運営補助

1,860,000 生涯学習課

団体運営補助

400,000 生涯学習課

団体運営補助

200,000 生涯学習課

別記様式
単位：円
№

補助金の名称

84 人権学習会事業補助金

85 市国際交流協会補助金

86 市文化協会補助金

補助概要等

交付団体

人権教育及び子ども会活動を通し，人権意識向上と人権問
題解決に資する学力の充実を図ることを目的として補助金を 吉野川市人権学習会
交付する。
各人権学習会運営協議会
地域に密着し，市民が主体となった本市の国際化を図るた
め，多彩な事業を実施し，国際社会における人間愛と平和の
吉野川市国際交流協会
形成に寄与することを目的として補助金を交付する。
豊かな芸術文化の伝承・創造と普及啓発を図るため，市民
講座や文化講演会の開催等を通じ市民の文化活動を支援
し，もって市民の文化的生活の向上に寄与することを目的と 特定非営利活動法人 吉野川市文化協会
して補助金を交付する。

補助区分

交付額

団体運営補助

360,000

団体運営補助

2,427,258

所管課
生涯学習課

団体運営補助

480,000 生涯学習課

団体運営補助

700,000 生涯学習課

87 森藤獅子舞保存会補助金

市指定無形民俗文化財「森藤獅子舞」を保存，伝承すると
ともに，文化活動を通して地域の発展，市民文化の発展に寄
森藤獅子舞保存会
与することを目的として補助金を交付する。

事業費補助

50,000 生涯学習課

88 牛島雲龍組たたら保存会補助金

市指定無形民俗文化財「牛島雲龍組タタラ」を保存，伝承
するとともに，文化活動を通して地域の発展，市民文化の発
牛島雲龍組たたら保存会
展に寄与することを目的として補助金を交付する。

事業費補助

50,000 生涯学習課

89 川東神代御宝踊保存会補助金

県指定無形民俗文化財「山川町神代御宝踊」を保存，伝承
するとともに，文化活動を通して地域の発展，市民文化の発
川東神代御宝踊保存会
展に寄与することを目的として補助金を交付する。

事業費補助

50,000 生涯学習課

90 山川の文化財を守る会補助金

山川町を中心とした文化財の保護・啓発活動を目的として
補助金を交付する。
山川の文化財を守る会

事業費補助

20,000 生涯学習課

91 平八幡神社奉納獅子舞保存会補助金

市指定無形民俗文化財「平八幡神社奉納獅子舞」を保存，
伝承するとともに，文化活動を通して地域の発展，市民文化
平八幡神社奉納獅子舞保存会
の発展に寄与することを目的として補助金を交付する。

事業費補助

25,000 生涯学習課

92 江川エコフレンド補助金

県指定天然記念物「江川の水温異常現象」・「名水百選の
江川」の水源を守り，昔の清流をとりもどすために，清掃活動
や環境保護活動を行い，全市的に「わが町の江川」を守る運 特定非営利活動法人 江川エコフレンド
動を浸透させることを目的として補助金を交付する。
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団体運営補助

250,000 生涯学習課

別記様式
単位：円
№

補助金の名称

93 Ａ・Ｉ・Ｒ活動支援国際文化交流促進事業補助金

94 市体育協会補助金

95 市スポーツ少年団補助金

96 美郷一周駅伝実行委員会補助金

97

補助概要等

交付団体

海外の同種の団体や組織と積極的に連携をとり，アーティ
ストとの交流を図りながら，創作の場と発表の場を提供し，
アーティストと地域住民との交流を図ることで，地域の文化的
な向上を目指すと共にグローバルな文化の相互理解と人材 一般財団法人 阿波和紙伝統産業会館
育成を目指すことを目的として補助金を交付する。
本市における体育・スポーツの健全な普及及び発展を図
り，健康で明るく活力に満ちた街づくりに寄与することを目的 吉野川市体育協会
として補助金を交付する。
団員のスポーツへの理解を深め，技術の向上と健全な心身
を育成することを目的として補助金を交付する。
吉野川市スポーツ少年団
駅伝を通して，地域の活性化及び地域住民との交流を深め
ることを目的として補助金を交付する。

吉野川市美郷一周駅伝実行委員会

補助区分

事業費補助

所管課

200,000 生涯学習課

団体運営補助

5,100,000 生涯学習課

団体運営補助

1,040,000 生涯学習課

事業費補助

健康増進や体力づくりに対する意識を高め，生涯にわたっ
吉野川市リバーサイドハーフマラソン大会実行委員 て健康で明るい生活をおくることができる市民の育成を目的 吉野川市リバーサイドハーフマラソン実行委
事業費補助
会補助金
員会
として補助金を交付する。

地域コミュニティの再興や健康寿命の延伸をめざし，介護
保険料の増加の抑止，さまざまな人たちが気軽にスポーツを
98 総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会補助金 実施できる環境づくりを推進することを目的として補助金を交 総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会 団体運営補助
付する。
交付総額
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交付額

400,000 生涯学習課

2,800,000 生涯学習課

200,000 生涯学習課

340,605,491

